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アイヌ民族とグローバリゼーション 

――先住民族への道程
どうてい

―― 

本多俊和（スチュアート ヘンリ） 

放送大学 教授 

【要旨】 

 日本のアイヌは日本政府に公式には、先住民族として認められていない。し

かし、1970 年代以来、国際的な先住民運動が徐々に日本にも影響を及ぼすよ

うになり、21 世紀に入ってからアイヌを先住民族として公式に認める気運が

高まりつつある。 

 1987 年までは、独自の民族としてアイヌを認めない姿勢を貫いていた日本

政府を動かす要因の一つは、第二次世界戦後のグローバルな先住民運動である。

しかし、このようなグローバルな運動の影響は現代にはじまったのではなく、

15 世紀にまでさかのぼって知ることができる。 

 アイヌ民族は歴史的に本州の北部、北海道、千島
ク リ ル

列島および樺太
サハリン

に居住して

きたが、西暦紀元後に弥生文化が北部本州に及ぶようになるとアイヌは北海道

へ退き、19 世紀以降、日本とロシア（ソ連）との間に締結された条約などに

よって、千島列島および樺太のアイヌは強制移住させられ、現在、アイヌは主

に北海道にだけ居住している。アイヌ民族の人口は、北海道居住の 25000 人お

よび関東と関西の約 5000 人である。 

 ここでは、アイヌ民族が経験してきたいくつかの歴史的なグローバリゼーシ

ョンの波をとり上げ、その明暗を論じる。具体的に、15 世紀以前の大陸との

交易のほかに、15 世紀以降に北海道へ侵出してきた和人（「日本人」）との

関係、19 世の明治政府の同化政策、そして 20 世紀後半のグローバルな先住民

運動の影響を加味して、アイヌが歩んできた歴史と現状を略述する。 

以上のことをふまえて、1997 年の「アイヌ文化振興法」、2007 年の「先住

民の権利に関する国連宣言」と衆参両議院で満場一致で採択された「アイヌ民

族を先住民族とすることを求める決議」、2009 年に出された「アイヌ政策の

あり方に関する有識者懇談会報告」とその報告を受けて設立された内閣府アイ

ヌ総合政策室の動きなどをふまえて、先住民運動をつづけるアイヌの現状と課

題を考察する。 
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愛努族與全球化 

──朝向原住民族之路── 

本多俊和 

放送大學 教授 

【摘要】 

  日本的愛努族，尚未正式被政府承認為原住民。但從 1970 年代以後，國際

性的原住民運動漸漸對日本產生影響，進入 21 世紀後，正式承認愛努族為原住

民的風氣更是興盛。 

  一直到 1987 年為止，日本政府不承認愛努族的態度始終沒有改變；第二次

世界大戰後，全球性的原住民運動便成為了日本政府改變態度的因素之一。但這

般全球性的運動所帶來的影響並不始於現代，可以回溯至 15 世紀的世界。 

  從歷史看來，愛努族以本州的北部、北海道、千島列島，以及樺太為主要的

居住地區，但在西元年之後，彌生文化逐漸擴張至本州北部，愛努便開始往北遷

至北海道。19 世紀以後，根據日本與俄羅斯（蘇聯）之間的條約，居住於千島

列島及樺太的愛努被迫搬遷，以致於現代的愛努族主要居住在北海道。愛努族的

人口分布約 25000 人在北海道，約 5000 人在關東與關西地區。 

  在此將提及愛努族經歷過得幾個重要的全球化現象，並論述其結局。具體而

言，除了 15 世紀之前與大陸的貿易，也包含 15 世紀以後與遷入北海道的和人（日

本人）的關係、19 世紀時期明治政府的同化政策，以及 20 世紀後半的全球性原

住民運動的影響，概括的討論愛努族的歷史與現狀。 

  以上述為前提，再加上 1997 年《愛努文化振興法》、2007《聯合國原住民族

權利宣言》及在眾參兩議院一致通過的《「要求承認愛努族為原住民」決議案》、 

2009 年提出的《「關於愛努政策應有方向之有識者」懇談會報告》，和受到報告

影響而成立的愛努總和政策室的動態為背景，來探討不斷進行原住民運動的愛努

族現況及其課題。 

（譯者：向禹丞） 
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 アイヌ民族の世界には、居住してきた地域外部からもさまざまな影響があっ

た。このような超域の情勢をここで「グローバリゼーション」と呼ぶことにす

る。アイヌ民族と周囲との関係、そしてグローバルなスケールでの交渉・交流

は少なくとも 10 世紀にまでさかのぼることが知られている[瀬川 2011]。 

本論では和人の北海道（蝦夷地）侵出後の 15 世紀を出発点に、21 世紀の現

在までのアイヌ民族に及んだグローバリゼーションの波を概観する。 

 15世紀から1950年代までのグローバリゼーションの波は概して好ましから

ざる影響を及ぼしていたが、徐々に日本にまで波及してきた、1950 年代から

展開した世界的な先住民運動の影響によって、アイヌ民族の文化的、社会的な

状況は次第に改善され、いまや、先住民族としての公的な地位が保障されよう

とする段階に入っている。 

 

アイヌ民族について 

 アイヌ民族は北海道に分布していた縄文文化の担い手の系統に加えて、西暦

600～1200年の擦文文化の担い手および400～1200年のオホーツク文化の担い

手からの遺伝的な影響があることが最近の自然人類学の研究によって明らか

になりつつある[篠田、足立 2010；百々2010]。アイヌ文化複合の成立時期に

ついては、諸説あるが、ここではすくなくとも西暦 10 世紀にアイヌ文化の特

徴の兆しが認められると考える。 

 現在、アイヌは北海道が主な居住地域であるが、関東と関西にも数千人が住

んでいる。しかし、歴史的には北海道のほかに北部東北地方、千島（クリル）

列島および南部樺太（サハリン）に先住していた。現在、北海道と本州だけに

分布するアイヌ民族の人口について、日本の国勢調査は「民族」や「エスニシ

ティ」に関する情報を収集しないので、人口統計は不確実であるが、北海道庁

が 2006 年に実施した調査では、23,767 人のアイヌが北海道に住んでいるとい

う統計[http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ass/jittai11.htm]があるほか

に、差別を逃れるため関東や関西に移住した 5000 人以上のアイヌがいると推

定されている。統計の不備の背景には、長らく日本は単一民族国家であるとす

る風潮と、日本政府は 1990 年代までアイヌを民族として認めてこなかったこ

とが指摘できる。 

 和人（沖縄、アイヌと在日コリアンなどを除いた「日本人」）による支配は

北海道で 15 世紀、あるいはもっと早い時期にはじまり、グローバルな国際政

治情勢の影響で千島
ク リ ル

列島および樺太
サハリン

から 19 世にアイヌは北海道へ強制移住さ

せられた[榎森 1987:101～104]。 
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 1950 年代以降に始動したグローバルな先住民運動と国連の活動[スチュア

ート 2009]の影響が日本に影響が及んだのは、1970 年代に入ってからのことで

ある。それでも 1990 年代までは、アイヌ民族は少数民族としてすら日本政府

に認められず、2009 年になって先住民族として位置づける動向がようやく現

われてきたという状況である[スチュアート 1998]。1997 年に「アイヌ文化振

興法」（「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓

発に関する法律」）が制定されたが、その法律ではアイヌの民族性やエスニシ

ティは対象とされていない。2008 年に衆参両院で「アイヌ民族を先住民族と

することを求める決議」という、アイヌを先住民族として認めるよう政府に促

す国会決議が全会一致で可決された。その決議は、1990 年代の「国際先住民

年」やその後の「先住民の国際の 10 年」、2007 年の「先住民族の権利に関す

る国際連合宣言」という、先住民をめぐるグローバルな動向によって触発され

たものであると理解すべきであろう。 

 グローバリゼーションについては研究者によってその定義は異なっている

が、本論では、15 世紀前後に世界各地で起こった経済・社会・政治における

自国外での一連の領土拡張、資源略奪と文化的な支配の情勢を指すという意味

で使う。このようなグローバリゼーションは当初、いくつかの地域で不連続的

に起こったが、地域ごとのその様子は驚くほど類似しているので、西欧の行動

に限らず、東アジアをも 15 世紀以降のグローバリゼーションに含まれるとい

うのが私の立場である。 

 

アイヌ民族をめぐるグローバリゼーション：近代（15～19 世紀） 

 アイヌ民族の歴史をグローバルな視点から考えると、古くから周囲と広く関

係をもち、10 世紀ころから大陸との交易を自由に行なっていたが、北海道（当

時は蝦夷地）への和人の侵出が 15 世紀から本格化したことにより、その自由

は徐々に制約されるようになる（表 2 の年表参照）。早くも 1457 年にコシャ

マインに率いられるアイヌ軍が和人の館（小規模の堡塁）をほとんど陥落させ

たが、和睦交渉の席でコシャマインとその幹部が和人のだまし討ちに遭い、戦

いは敗北に終わった[菊池 2003:50]。 

気候条件のため稲作が不可能な松前藩では、家臣の石高知行の代わりに、一

定の範囲でアイヌとの交易権を認める「商場」を設定した。この商場知行制で

は家臣たちそれぞれに、商場（「場所」ともいう）を与えて、アイヌとの交易

によって、米の代わりの収入を確保させた制度である。アイヌからの昆布、干鮭
からさけ

、

干鱈
ひ だ ら

、熊胆、シカやラッコの皮、鷹羽、魚油、鰊粕（〆粕）に和人側は、米、

麹、味噌、醤油、酒、塩、煙草、漆器類、鍋釜、鉄製品、古着類を交換した。 
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18 世紀に入り、松前藩の家臣が本州の商人に「商場」の経営を委ねた制度

を「場所請負制」というが、松前藩に納める運上金のうえ、利潤を確保するた

め商人たちがアイヌに過酷な使役を行ない、搾取し不正な利益をむさぼった結

果、アイヌはいよいよ苦境に追い込まれた[田端、桑原 2000:35～58]。和人に

よる搾取と横暴な振る舞いが原因で、アイヌと和人との間で大小の武力対立が

つづき、その影響、そして強制労働、天然痘などの感染病のため、アイヌ民族

の人口は激減した。これは、アイヌが経験した初期のグローバリゼーションで

あり、その影響は総じて悪かった。 

 ちなみに、欧米諸国と日本が遂行した植民地経営の実態は、表 1に示したよ

うに、両地域の間に接触は皆無であったにもかかわらず、北海道（蝦夷地）の

植民地化と、北米で進められた植民地政策は、きわめて近似している[スチュ

アート、上野 2001]。このことは 15 世紀以降のグローバリゼーションの本質

を表わしている。 

表 1：日本と北アメリカにおける植民地的情況の比較 

 東進政策を推進

していたロシアが

北海道（蝦夷地）に

出没する 18 世紀に

は、幕府は蝦夷地を

日本の領土に取り

こむために、支配体

制を強化したこと

で、和人による圧政

はいよいよ厳しく

なり、和人の実質的

な支配が及んでい

た地域においては、

アイヌの社会は壊

滅的な打撃を被っ

てしまった。 

*（田村 1992 による）  **（スチュアート 1995 による） 

 

現代（19 世紀後半～20 世紀前半） 

 1868 年に明治政府が成立して、1869 年に蝦夷地は北海道に改称され、アイ

ヌを戸籍に編入する作業が開始し、「旧風習」とされた伝統的な文化慣習など
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を禁止する同化政策がいよいよ強力に推し進められた。ロシアとの間に締結さ

れた樺太・千島交換条約（1875 年）により、千島と樺太のアイヌは北海道へ

の強制移住、サケ漁（1878 年）とシカ猟（1889 年）の禁止につづいて、アメ

リカの「インディアン一般土地割当法」（General Allotment Act）をモデル

とした「北海道旧土人保護法」[富田 1989、1990]が 1899 年に制定され、アイ

ヌを農民化する政策に政府が力を入れた。「旧土人法」の一環として、アイヌ

の子弟は「旧土人小学校」に強制修学させられ、学校でのアイヌ語使用は厳し

く禁止された。こうした植民地的な状況において、アイヌの伝統的な土地共同

管理、社会関係や生業活動は破壊されていった。 

 このような状況は一世紀以上つづき、改善の兆しは 1960 年代までは現われ

なかった。改善の兆しは、アメリカの公民権運動に端を発した先住民運動が

1960～70 年代にグローバルな規模で展開していく中、1974 年から北海道在住

のアイヌに限って、その教育や生活面での格差を是正し、社会的、経済的地位

の向上を図る目的に北海道庁による「第一～第四ウタリ福祉対策」（1974～2004

年）というきわめて限定的な政策が実施された。 

 それでも、中曽根総理大臣（1986 年当時）をはじめ、10 人もの政府高官に

よる「日本単一民族」発言に示されているように、日本は単一民族国家である

という風潮が一部のオピニオン・リーダーに標榜され、現在でも消えていない。 

 

近年のアイヌ民族運動 

グローバルな先住民運動は 1970 年代以降、政府に先住民族として認めるこ

とを強く求めていたアイヌ民族の運動に弾みをつけた。日本が批准している国

際人権規約 B 規約に義務付けされている国連人権委員会への日本政府の報告

では、「規約に規定する意味での少数民族は、我が国に存在しない」というよ

うな内容を 1979 年に伝えたことに対して、委員会から訂正を求められた。 

求められた訂正に関する 1980 年の日本政府報告では、「アイヌ人もウタリ

人と呼ぶのが正しいが、19 世紀の明治維新以来のコミュニケーションシステ

ムの急速な進歩のため、この人達の生活様式に特殊性を見出すことは困難にな

っている。」、さらに「自己の文化を享有し、宗教を実践し又は自己の言語を

使用する何人の権利も、わが国法により保障されている」という主張を繰りか

えした。 

1987 年の第 5回先住民に関する国連作業部会において、日本政府代表は「提

起されたアイヌの人々の問題については、これらの人々は、独自の宗教及び言

語を保存し、また独自の文化を保持していると認められる一方において、憲法

の下での平等を保障された国民として上記権利の享有を否定されていない。」
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という従来の主張に対する国連などの国際的な批判を受けて、ようやく 1991

年に国際人権専門委員会に提出した報告書では、「我が国においては、自己の

文化を享有し、自己の宗教を実践し、又は自己の言語を使用する何人の権利も

否定されていない。本条との関係で提起されたアイヌの人々の問題については、

これらの人々は、独自の宗教及び言語を有し、また文化の独自性を保持してい

ること等から本条にいう少数民族であるとして差し支えない。これらの人々は、

憲法の下での平等を保障された国民として上記権利の享有を否定されていな

い。」と述べてる。アイヌ民族を「少数民族」と認めたが、「先住民族である

かどうかの判断は国際的に受け入れられる定義がない」という牽強付会の理由

をつけて、アイヌは先住民族ではない姿勢をかたくなに押し通した。 

 しかし、たびかさなる国際的は圧力により、そのかたくなな態度を守り通す

ことが困難になっていく。とりわけ、日本政府が賛成の票を投じた 2007 年の

「先住民族の権利に関する国連宣言」（United Nations Declaration on the 

Rights of Indigenous Peoples、国連宣言）を受けて、2008 年 6 月に衆参両

議院が「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」を採択した意味は大

きい。というのは、決議を受けて、町村官房長官（当時）は政府の公式見解を

示す「アイヌ民族は先住民族であるとの認識」とし、政府は「アイヌの人々が

日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独自

性を有する先住民族である」という公的な認識を示した。さらに、アイヌが差

別され、貧窮を余儀なくされた歴史的事実を厳粛に受け止め、また「これまで

のアイヌ政策をさらに推進し、総合的な施策の確立に取り組むため、有識者懇

談会を設置する」ことを正式に発表した。そのような懇談会に、アイヌ（加藤

忠氏：北海道アイヌ協会理事長）がはじめて任命されたのも、政府がアイヌの

おかれてきた状況に真摯にとりくむ姿勢が見てとれる。 

2009 年 7 月の「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」による画期的

な報告は官房長官に提出された。48 頁からなるこの報告書は、主に 3つの部

分で構成されている。一つは、17 頁にわたるアイヌ民族の歴史的な描写で、

近世の「過酷な労働生産」や近代の「アイヌ民族の文化への深刻な打撃」とい

う、かつて公式の文書にはなかった、真に迫る内容となっている歴史観である。

二つ目は、生活水準や教育の状況、帰属意識
アイデンティティ

に関するアイヌの現状の問題点を

論じている部分である。三つ目は、「アイヌの人々をめぐる最近の動き」につ

いて、国連宣言や両議院の決議にどのよう対応すべきか、という課題である。

それに関連して、今後の具体的な政策として、後述の象徴空間整備、およびア

イヌ民族の研究体制、アイヌ語・文化の振興、資源利用、生活向上などの項目

が指摘されているが、実現は政府の対応次第である。

（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ainu/dai10/siryou1.pdf）。 

この報告内容について実施方策を検討する組織として、2009 年 12 月に内閣
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府に「アイヌ総合政策室」が設置されたと同時に、具体的な議論をする「アイ

ヌ政策推進会議」が設置された。会議は、「アイヌ政策のあり方に関する有識

者懇談会」の報告書を受け、アイヌの人々の意見等を踏まえつつ総合的かつ効

果的なアイヌ政策を推進するため、平成 22 年 1 月から政府において開催され

た。具体的なテーマとしては、有識者懇談会の報告で提言された政策のフォロ

ーアップなど、政策全般の推進等について意見交換を行うこと、特に、同懇談

会報告で専門的検討を要するとされた「民族共生の象徴となる空間」「北海道

外アイヌの生活実態調査」について、作業部会を設けて具体的な検討を進める

などのことがあがっている

（http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ass/kondankai.htm）。 

 「民族共生の象徴となる空間」（「空間」）とは、「広義のアイヌ文化復興」

の拠点、「アイヌの歴史、文化等に関する国民の理解の促進」の拠点、「将来

の発展に向けた連携・協働」の拠点として、アイヌ文化の復興と国民への教育・

啓蒙活動を目的に、1）アイヌの歴史・文化を展示する博物館、2）アイヌ文化

の伝承・体験施設、3）豊かな自然の中で、アイヌの自然観を学ぶ大規模公園、

4）大学が研究用に収集したアイヌの遺骨を遺族へ返還することや慰霊の施設

などの機能をもつナショナル・センターという役割を果たさせる構想である。 

 また、「北海道外アイヌの生活実態調査」の実施も重要である。つまり、従

来、アイヌを対象とした政策や調査はほぼ北海道に限られ、道外に住む数千人

のアイヌは蚊帳の外に置かれてきたし、道内の住所がなければ北海道アイヌ協

会の会員、すなわち政府が認める「登録者」――アイヌ――になれないという

不合理が未だに訂正されていない。ただし、ほとんどの場合、道外へ移住は差

別を逃れることが目的であるので、道外居住者はアイヌとして名乗ることに抵

抗感があるなどの課題が、実態調査を困難にさせているのが現状である。最後

の点は、アイヌが現在おかれている微妙な状況を如実に物語っている。 

 

まとめ 

 ここまで、アイヌ民族がたどってきた歴史を、15 世紀以降のグローバリゼ

ーションという視点を措定して考察してきた。かいつまんでいえば、15～20

世紀中葉のグローバリゼーションはアイヌ民族の文化、社会、言語維持、伝統

保持を危機的な状況に追い込んだという結論になる。詳しく触れなかったが、

15～19 世紀中葉までの幕藩による植民地的な支配、18 世紀に進められていた

ロシアの東進政策の影響、そして幕藩体制の植民地政策を継承し強化した明治

政府の方針が基本的に 1990 年代までつづいていたと考える。 

 以上のおよそ 500 年のグローバリゼーションによる影響は、アイヌ民族にと
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っていいことはなかったと言い切ってよいだろう。一方、1970 年以降のグロ

ーバルな情勢は先住民族として政府に認めさせるという、アイヌ民族の運動を

後押しする結果となり、民族語と文化の継承と社会再構成のよい環境を醸成す

るという、正反対の効果をもたらせている。 

 アイヌ政策を推進するのに多くのグローバルな参考事例がある。北欧 3ヶ国

とロシアのサーミ会議（Saami Council）という政策助言機関や、ニュージー

ランドのマオリに認められている先住民出身者限定議席の検討、そしてアメリ

カの国立インディアン博物館のように研究部門が充実している先住民族の展

示に特化した公立博物館は文化保存と国民教育に欠かせないものである。政府

内に、諸外国にあるような部署――カナダの先住民・北方関係省、ニュージー

ランドのマオリ政策省など――を設置することはアイヌ政策を推進する要と

なる。 

また、博物館の展示[本多、葉月 2007；本多、謝 2008]や義務教育の教科書

の記述[スチュアート 2010]が提供するアイヌ民族のイメージに関する国際的

な比較検証はアイヌ民族に対する国民による正しい理解を助ける。 
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表 2 アイヌ民族略史（15 世紀以降） 

 

1400 年代 和人の北海道（蝦夷地）侵出は本格化する 

1456 和人の鍛治屋がアイヌ青年を殺す 

1457 コシャマインの戦い：和睦交渉の場でコシャマインが和人のだまし討ちにあって殺される 

1515～ 和人による搾取と土地占領に対する武力衝突多発 

1593 松前藩に豊臣秀吉が支配権を承認（朱印状） 

1604 松前藩に徳川家康が支配権を承認（黒印状） 

1620 商場知行制導入 

1620～ 場所制に対するアイヌの不満による抗議行動多発 

1669 シャクシャインの戦い：弘前（津軽）藩、盛岡（南部）藩、久保田（佐竹）藩の援軍に破れる 

1720～ 場所請負制導入でアイヌへの搾取が深刻化する 

1780 天然痘流行によって多数のアイヌが死亡 

1789 メナシ・クナシリの戦い：最後の武力衝突 

1799 幕府による一次的な蝦夷地直轄支配 

1817 天然痘流行によって多数のアイヌが死亡 

1821 蝦夷地支配は松前藩にもどる 

1855 日露和親条約、幕府による蝦夷地直轄支配⇒蝦夷地「開発」開始 

1856 幕府による同化政策の推進 

1869 明治政府が蝦夷地は北海道に改称、場所請負制廃止、アイヌの戸籍開始、旧風習禁止 

1871 開拓使設置、アイヌを戸籍に編入 

1875／76 樺太・千島交換条約：樺太アイヌを宗谷、対雁へ強制移住 

1878 開拓使はアイヌの呼称を「旧土人」に統一する、アイヌのサケ漁禁止 

1889 アイヌのシカ猟禁止 

1899 北海道旧土人保護法制定 

1901 「旧土人小学校」設置 

1930 北海道アイヌ協会設立 

1955 クマ送り儀礼（「イオマンテ」）禁止 

1974/2001 第一・第四ウタリ福祉対策実勢 

1980 関東ウタリ会設立 

1986～ 総理などの政府高官による「日本は単一民族国家」発言が相次ぐ 

1987 北海道ウタリ協会（現北海道アイヌ協会）の代表が国連先住民部会へ出席 

1984 北海道ウタリ協会が「アイヌ民族に関する法律案」採択 

1992 国連本部の「国際先住民年」開幕式典で野村義一北海道ウタリ協会会長の記念演説 

1994 萱野茂氏が参議院議員当選 

1996 「ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会」報告書で北海道旧土人保護法廃止、新法提唱 

1997 ・二風谷判決（札幌地裁）でアイヌは先住民族と定義する 

・「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律」制定 

 「北海道旧土人保護法」、「旭川市旧土人保護地処分法」廃止 

2008 アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議：両院採決議 

2009 「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」報告書を受けて、内閣官房にアイヌ総合政策室設

置およびアイヌ政策推進会議設置 
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